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【著作権について】

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。

このレポートの著作権はスタモに属します。

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段におい

ても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。

著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権

利を有します。

【その他】

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報

等がありましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わ

ないことをご了承願います。

このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、
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著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承

願います。

【推奨環境】

このレポートに記載されている URL はクリックできます。

できない場合は最新の AdobeReader を下記のページより

ダウンロードしてください。（無料）

h  ttp://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html  
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最初に誰が書いているか分からないレポートなんて読む気になれな
いとおもいますので勝手に自己紹介させていただきますね^^

ＨＮ（ハンドルネーム）：スタモ

本名：深津裕己

１９８４年　生まれ　　男

本業：服屋店長

副業：一日３時間だけのアフィリエイター

↑ちなみ子供の写真です　笑

ケツかいてますが・・・気にせずに　 爆

この不況で服屋家業でだけでは心配とふみ、アフィリエイトに踏み込

む。
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【一晩の投資で５０万勝ち、調子に乗り・・・次の一晩で１００万 失

う】

というアホな体験もしており、アフィリエイトで基盤を作り、

もう一度再戦してやると心に誓っています。

自己紹介を１ページで書くのは難しいですがまぁこんなところです。

アフィリエイトでは、とにかく効率よく

って言うのを頭に入れてやっています。

だって忙しいでしょ？

色々アフィリエイト以外にもやる事ありますしね＾＾

それでは、余裕を持ってアフィリエイトを楽しめるように

頑張っていきましょう。
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そうゆう方ならバリバリ応援できますので

長く付き合ってきましょうね＾０＾ｖ

実績はこんな感じです♪

８／１～８／２２までのインフォトップのアフィリ報酬です＾＾

アドセンスも今月はかなり落ちてへこんでますがこんな感じ♪

８／１～８／２２までのアドセンスの報酬です。

もちろん僕の性格がかなりの『飽き性』なので

リスクヘッジと偽っていろいろ手を出しています。笑
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具体的にはＰＰＣや物販、ペイパルアフィリなんかも

やっており月に約１０万ほど稼いでます。

そんな飽き性の僕ですが、今回はかなり手を抜いた

完全ほったらかしで稼ぐ方法を公開していきたいと思います。

さらにこのレポートには、仕掛けがしてあって

最後に素敵なオファーが待っていますので

しっかり読んでいただければと思います。
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はじめに

このレポートでは、アフィリ初心者さんでも稼げるように

自分が稼げなかった時を思い浮かべながら書いたレポートです。

何も分からなかった自分を思い浮かべると

ページ数抑えて書きたかったんですが・・ ・

あれもいる・・・コレもいる・・ ・

あ～もういい、全部書いちゃえ　笑

ってやってたらかなりのボリュームになってしまいましたが

実践していただければと稼げるように構成されていますので

しっかり読んでいただければと思います。
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それでは、本編スタートです♪
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第１章：どうやってほったらかしで稼ぐの？

基本、もったいぶるの大好きですが

いきなり結論言っちゃいますね。

今旬なアメブロを使って、

記事を更新して成約率の高い

プログラムに誘導して稼ぎます♪

ここで、『んっ！？』って思った方は鋭いですね^^

そうです、『記事を更新するならほったらかしじゃないじゃんか～』
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って、いきなり三河弁が出てしまいましたが気にせずに　笑

これは、最後の最後でしっかり解説していきますので

安心してみていただければと思います。

まぁ一見、ＨＴＭＬサイトやブログを使って稼ぐ方法としては

当たり前の手法ですが、アメブロと●●を使うというのがミソですね。

それでは、順々に解説していきます♪

（１）なぜにアメブロなのか？

というか、ここが分からないと

『はぁ～？アメブロ？使う気ありませんよ』

となりますので、最初に説明させていただきますね。

アメブロを使う理由は、ズバリ
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利用者が多い

からです

利用者が多いという事は

閲覧者が多い。

さらに多大なアクセスを集める

芸能人ブログがアメブロである場合が多い。

よって　アクセスを集めやすい　という事が言えます。

なんとなく伝わっていただけたでしょうか？
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アクセスさえ、あれば

サイトアフィリで色々と出来るものです。

逆を言えば、アクセスがなければ

何も始まりません。。。泣けるぐらい。。 。

つまり、アクセスが少なくて困っている方や

SEOが苦手な方には、アメブロはかなり適しています。

（２）アメブロがイイのは分かったけど何をしたらいいの？

何をしたらいいと思います？

最初にも書きましたが。。 。

『記事を書いて更新するだけです。 』
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なぜそんなんでそこそこのアクセスを拾えるか？

理由は、おそらく　上●君とかダル●ッシュ紗子とか

話題の芸能人がよく使うブログサービスって事で

ブログの更新に敏感な方が多いってことなのだと

僕は勝手に思っています。汗

まぁなんにせよ、更新すればアクセスが

集まるというのを覚えていただければOKです♪

とりあえず、僕がやったのがコレです▼

アクセス解析です。
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ホントは、もっといって欲しかった・・ ・

というか平均１００アクセスいっているのがあるんですけど

期待させすぎるものいけないのでコレを使わしていただきました♪

このくらいは更新しているだけで、すぐに行きます。
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しかも最近話題の携帯からのアクセスもありますので

ぜひ試しにつかっていただければと思います m(_ _)m

ちなみに、別のブログサービス（ライブドアブログ）の

アクセス解析はコチラ▼

- 17 –

Copyright (C) 2009 スタモ. All Rights Reserved.



アメブロと●●を使って笑っちゃうぐらいほったらかしで稼ぐ

マル秘テクニックをこっそり公開します♪

泣けますよね。。。ほんと 。

こんなもんです。

なんかブログにきてくれたことを本気で感謝しちゃいますよね　笑

まとめ

アメブロを使えば、更新するだけで

アクセスが集められる。

（３）アメブロを開設しよう

ここまで読んでいただいてありがとうございます。
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もうアメブロが使いたくてしょうがない事を願っています。笑

※アメブロの開設の仕方がもう分かっている方は読み飛ばしていた

だいてかまいません

それでは、早速アメブロを開設しましょう。

アメーバブログ

http://  ameblo.jp/  

赤く囲ってあるところをクリック！！
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この画面になったら

必須項目を入力して『確認画面へ』をクリック！！
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確認画面になりますので、赤く囲ってあるところを入力して

下の『アメーバ利用規約』をよく読んだら、『利用規約に同意して登録』

をクリック！！
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この画面になったら、

アメーバに登録したメールを見てみましょう♪

では、メールを開いてみてください♪
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開いたら長い URL をクリックしてください。

この画面に移ったら、会員登録が完了です。

早速、管理画面を開いて見ましょう♪

『さっそく管理画面へ移動』をクリック！！
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これで、自分のブログがいじれるようになります。

ここまで、大丈夫でしょうか？？

それでは、アメブロ開設できたところで、
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簡単に『ブログの設定』をしていきましょう♪

まず、『マイページ』から『ブログ』をクリックして、

『アメブロの設定』をクリック！！
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ブログのタイトルとブログの説明は、

ブログを作るうえでかなり重要になってきますので、
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ここはしっかり考えて書きましょう。

何度でも変更はできますので、試行錯誤していきましょう。

図のように超適当なものはやめてくださいね。笑

書けたら、下の『保存』をクリック！！

次に『PINGの送信先設定』をクリック！！

すると下の画面になりますので PING先を入力していきます。
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PINGとは、更新した時に検索エンジンに

更新したよと伝えるものです。

この PINGをやることで yahooや google に

『こんなところにブログがあるじゃん♪』と認識させる事が出来ます。

コレを難しい言葉で『インデックス』といいます♪
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コレをやるのとやらないでは、アクセスに違いが出ますので

しっかりやっておきましょう。

※インデックスはブログやＨＴＭＬサイトを作って稼ぐためには、か

なり重要になります。インデックスされていない記事は、ネット上に

存在していない事とおなじなんですね。

インデックスされているかいないかは、

ヤフーの検索窓に　  『  site:  サイトＵＲＬ』  　をいれて検索すると

わかります。

インデックスされていないとこのような画面になります。
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参考までに＾＾

話戻しますね。

PING先URL がどうしてもわからない場合は・・ ・

http://api.my.yahoo.co.jp/RPC2

http://blogsearch.google.co.jp/ping/RPC2

http://blogsearch.google.co.za/ping/RPC2

http://blogsearch.google.com.ar/ping/RPC2

http://blogsearch.google.com.au/ping/RPC2

http://blogsearch.google.com.br/ping/RPC2
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http://blogsearch.google.com.co/ping/RPC2

http://blogsearch.google.com/ping/RPC2

http://blogsearch.google.us/ping/RPC2

http://hamo-search.com/ping.php

http://iblogping.underdone.net/rpc/

http://ping.ask.jp/xmlrpc.m

http://ping.bloggers.jp/rpc/

http://ping.fc2.com

http://ping.fc2.com/

http://ping.kutsulog.net/

http://ping.maplog.jp/

http://ping.myblog.jp/

http://ping.namaan.net/rpc/

http://ping.rss.drecom.jp/
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良かったらこれをコピペしてください♪

出来たら下の『保存』をクリック！！

これで、ひとまず設定はオッケーです♪

■ デザインを変えていきましょう

このデザインを変えるもの簡単なのが

アメブロの魅力であると僕は勝手に思っています。

他のブログサービスだと覚える事が一杯で・・ ・

アメブロから始めたかったというのが本音です　汗

それでは、自分のブログのデザインを決めていきましょう▼

『ブログ』→『デザインの変更』の順にクリックしてください♪
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こんな感じの画面になっていればオッケーです。

まずは、自分の好きな下のスキンという部分から選んでいきます▼
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いろいろあるので悩んでいきましょう　笑
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例でベーシックなものを選んでいきます♪

スタンダードの欄あったモノトーンというものを選びました。

すると、コラムを選べるので好きな方を選びます♪

個人的に２コラム-左を選びます。

本文が見やすいので僕のサイトは大体これか 2コラム-右です。

で、選んだら『保存』します。
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では、次に色を選びましょう。

これは、出来るものと出来ないものがあります。

『スキンのカスタマイズ』をクリックしてください。

すると、この画面になります。
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これで、色を色々と変えられるので

お好みのブログにしていきましょう。

出来たら実際に自分のブログを見てみましょう。
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『マイページ』に戻って、『ブログ名』をクリック！！

これで、デザインの変更は、完了です♪
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お疲れ様でした m(_ _)m
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第２章：アメブロで稼ぐノウハウ

ココまででアクセスの集まりやすいブログサービスの

アメブロを使いこなせていると思います。

では、このノウハウの核の部分をお伝えしていきますね。

その前におさらい

今旬なアメブロを使って、

記事を更新して成約率の高い

プログラムに誘導して稼ぎます♪

ですね。

ここで疑問になるのが成約しやすいプログラムって何？
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って話ですよね。

それは・・・ ・

無料の物を紹介する事です

これは、問答無料に成約しやすいです。

こんな経験ありませんでしょうか？

肌荒れに悩んでいて、どうにかして解消したい・・ ・

でもどれを使ったらいいか分からないから、とりあえず無料のお試し

サンプルを請求するって事。

で、その無料お試しサンプルがよかったり、効果がありそうだったら

その商品って安心して買いませんか？
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ありますよね？もう大手企業がこぞってやっている方法ですが

成約率が高いのは、おわかり頂けると思います。

で、アナタがすることは、無料お試しサンプルをすすめることです。

簡単ですよね♪

では、具体的にプログラムを紹介しますね。

『村本エリカ.com』

今から説明するノウハウでは、ここを使います。

では、どうゆうものかご紹介していきます。

これは、ダイエット系の商品を扱ったＡＳＰなんですね。

もうダイエットして痩せたい方なんて物凄く大勢いらしゃっいます
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のでそれだけで稼ぎやすいんですが、もうひとつここを選ぶ理由があ

るんですね＾＾

まず、村本エリカ.com で作られた無料レポートと引き換えにメール

アドレスを集めるページに誘導します。

このようなページですね。
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メールアドレスを入れた痩せてぇ～（笑）って見込み客さんに

あらかじめダイエット商品がほしくなるようなシナリオを組んだメ

ールが配信されます。（これをステップメールと呼びます　笑）

その成約率 3％！！

うん、我ながら分かりにくい・・ ・

つまりどのくらいの方が買うかって言うと・・ ・

１００人の方にこのページを見せれば無料レポートを請求するのが

30人。で、３０人のうち３人が購入にいたります。

凄いでしょ？普通成約率１％行けば高いほうといいといわれていま

すがその３倍です。
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繰り返しますが・・・ ・

アナタがやる事は、このページに誘導するだけ！！

しかも・・ ・

誘導する文章も用意されています！！

つまり、頭を一切使わずにこのアフィリ報酬４９００円を

受け取る可能性がでてくるんです。

やりたくなってきましたか？

もちろんアナタは、このプログラムをやる上で有利になってます、

だってアクセスの集めやすいアメブロを使えるんだから＾＾

- 46 –

Copyright (C) 2009 スタモ. All Rights Reserved.



アメブロと●●を使って笑っちゃうぐらいほったらかしで稼ぐ

マル秘テクニックをこっそり公開します♪

では、早速まだアフィリエイト登録を

していない方はコチラから登録していきましょう。

▼　▼　▼

登録はこちらから

第３章：具体的方法

アフィリエイト登録ができましたでしょうか？

では、早速作ったブログに投稿していきましょう＾＾

村本エリカ.com アフィリエイトセンター

＞＞＞　http://www.affiliatecenter.jp/muramoto/

にアクセスします。
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赤く囲ったところに必要事項を入力して『ログイン』をクリック！
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ログインするとこの画面になりますので

赤く囲ってある　『記事広告』　をクリック！！
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すると、びっくり！コピペできる記事がズラーと用意してありますよ
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ね。

もちろんあなたのアフィリリンクになっていますので、このまま

コピペしてブログに投稿して、そのブログから誘導できたらアナタに

報酬のチャンスが生まれるわけです＾＾

ただ注意点としましては、全文をコピーして下さいね。

あとは、アメブロに一個一個投稿していけばオッケーです♪

これで、あとは待つのみ。

アクセスを集めれば集めるだけチャンスは膨らんでいくが

想像できると思います♪

でも、正直に言って下さいね。
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コピペして投稿するのメンドくないですか？

他にも色々やっていることがあるでしょう。

リスクヘッジと偽ってのほかのアフィリの作業や（笑）

子育て、家事そんなコピペする時間も勿体無いですよね。

そこでタイトルからむちゃむちゃ引っ張ってきた

●●が登場するんですね＾＾
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第４章：マル秘ツール●●とは？

例えば、

記事を更新するだけでアクセスが集まるブログサービスであらかじ

め設定しておいた記事が自動で更新されたらどうなると思います。

大量にアクセスが集まって

ランディングページに誘導できると思いませんか？
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ランディングページに誘導できれば、無料レポートがダウンロードさ

れダイエット商品が売れると思いませんか？

はい！その通りなんですね＾＾

売れるんです、このように▼

一件売上があがると４９００円ですので９８００円の報酬ですよね♪

そうなんです、それを可能にする●●というのが

ブログアクセスアップツールなんです。

これを簡単に説明すると・・ ・
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１．あらかじめ設定しておいた記事を

2．時間に一回、自動で更新してくれる。

もちろん記事は用意してくれますので

あとは、ツールをセットすれば、オッケーなんですね♪

記事は、１記事でもオッケーです。

例えば、一番見せたい記事を一個作って設置しておけば

その記事を１時間に一回投稿するので一日２４回投稿されます。

つまりどうなるかというと、言葉ではうまく説明できませんね。

コチラをご覧下さいね＾＾
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７／６から設置して使ってますので、

その日からアクセスに桁違いの変化があると思います。

どうですか？

普通に売れると思いませんか？
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しかもこのツール、アメブロの更新ツールだけでなく、

ジュゲム、ＦＣ２ブログ、シーサーブログと４種類の更新ツールが付

いてきます。

機能はまったく同じものです。

つまり、アメブロよりは効力は落ちますが、

4      倍のアクセスが集められるというのが魅力  ですよね♪

一回設置したら、あとは、ツールにお任せのこの手法

やるにはそれなりのお金がかかりますが、ぶっちゃけ安くないです。

まぁ当然ですよね、その日から効力があって売上が見込める可能性が

あるんですから。

気になるそのお値段は・・ ・
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１９８００円
↓

９８００円
↓

↓

？？？？円（爆）

詳しくはこちらでご覧下さい

▼　▼　▼

ブログアクセスアップツール

もう一度書きますね＾＾

このブログアクセスアップツールを手にすると・・ ・

■ 記事を設置すれば、完全ほったらかしでツールが集客してくれ

る

■ アメブロ以外のブログサービスでも同じように集客できる
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■ 大量の見込み客をランディングページに誘導できる

■ もちろん他のアフィリにも使える

■ エリカさんから売上メールが来る　笑

■ 僕が喜ぶ　笑

二つほど余計ですがこんな感じです♪

この機会にほったらかしと

いうものを体験して見て下さい

第５章：最後に

報酬を上げるためのノウハウを公開していきましたが
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いかがだったでしょうか？

『本当にこれだけで稼げるの？』

と思われたんじゃないでしょうか？

稼げるんですよ＾＾

しっかり成約を取れるプログラムを選び、アクセスさえ集めれば

稼げます。

その辺は、実際に僕も難しく考えすぎていて手が止まり

なかなか実践できなかった経験がありますのでよく分かります。

中でもアクセスの集め方、これはネットビジネスでもリヤルビジネス

でもそうですが難しいんですよね。ホントに。
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でもここができれさえすれば、報酬を上げることは、

難しくないんですね。

だってそうでしょ？

僕も含め PPCをやっているアフィリエイターがあれだけ

簡単なページで収益が上げられるんですから＾＾

まぁちょっと意味合いが違いますが、アクセスが集めれさえすれば

やりようはあるというのは、間違いないです。

ただ本当にやってみてわかることって沢山あります。

このノウハウの場合だったらやってみたら、

報酬があがるパターンも十分に考えられます。
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だって、稼ぎやすいプログラムを伝えて、アクセスの集めやすいブロ

グサービスで解説していますから。

自信持ってしっかり実践してやっていただければと思います♪

また何か分からない事困ったことなどありましたら

気軽にご連絡いただければと思います。

＞＞＞http://my.formman.com/form/pc/t8rBrkJoDvxiknRO/

■ メルマガも配信しています。

このレポートをダウンロードされる前に告知してありますが

まぐまぐメルマガ『ネットで成功したいあなたへ』に代理登録されま
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すがもし捨てアドレスで登録された場合は、

よく使うアドレスでもう一度登録される事をオススメします。

このメルマガでは、

■ 僕が実際にやっているアフィリエイトノウハウの暴露

■ 実際に収益の上がった方法の暴露

■ 自分の作ったサイトの公開暴露

■ このようなあなたに稼ぎやすいレポートの先行配布

と自分ばっかりなメルマガですが（笑）

マネしていただければ・・・おのずと稼げるようになると思って い

ます♪
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損はさせませんので登録お願いします＾＾

▼ ▼　▼

http://www.mag2.com/m/0000271310.html

もちろん、つまらなかったら解除することもできますので

ご安心くださいね＾＾

あっ！？そうそう＾＾

このノウハウで稼げたら、絶対に報告してください！

『件名：売れちゃいました♪』でお願いします＾＾

簡単なプレゼントを用意していますので＾＾

- 64 –

Copyright (C) 2009 スタモ. All Rights Reserved.

http://www.mag2.com/m/0000271310.html


アメブロと●●を使って笑っちゃうぐらいほったらかしで稼ぐ

マル秘テクニックをこっそり公開します♪

もらって損するものではないのでよろしくお願いします。

それでは、またメルマガで会いましょう♪

ｂｙ　スタモこと深津裕己

ブログ：http://pukka.livedoor.biz/

メルマガ：http://www.mag2.com/m/0000271310.html
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